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目黒観光写真コンクール
リマインド・メグロ
～写真でめぐる目黒の思い出
問めぐろ観光まちづくり協会
（☎5722－6850、Ｆ5722－6891）

●ハガキ・ の記入例

金賞「中目にかかる 2 本の虹」

受賞作
品が
決まり
ました

FAX

講座名など

■

めぐろ区報 9 ／25号などで募集した、写真コ
ンクールの受賞作品が決まりました。各賞の作
品は、同協会ホームページ（右コード）でご覧
になれます。

郵便番号・住所

■

応募作品のパネル展を開催します

〈 3 面から続く〉

Jアラートの全国一斉試験
放送を実施します

日時 2 ／16
（火）
13：00～17：00
定員 10人（先着） 後援 目黒区
申 電 話 で、 2 ／12ま で に、NPO法
人日本地主家主協会
（☎3320－6281）
へ

国民健康保険料の減免には
申請期限があります
新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた世帯に対して実施している
国民健康保険料の減免の申請期限は
3 ／19（必着）です。申請方法など
詳細は、ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。
問国保年金課資格賦課係（☎5722－
9810）

登録制自転車置場の 3 年度
利用登録者追加募集
2 ／25から先着順に受け付け、予
定数に達し次第終了します。
利用期間 4 ／ 1 ～ 4 年 3 ／31 募
集場所 都立大学駅周辺（八雲橋置
場・呑川橋置場・稲荷橋置場） 対
象 都立大学駅から自宅・勤務先な

都市計画道路事業計画をご
覧になれます
都が施行している補助線街路第46
号線事業計画の変更が認可されまし
た。関係図書をご覧になれます。
縦覧場所 総合庁舎本館 6 階みどり
土木政策課
問みどり土木政策課施設計画係（☎
5722－9745）

夜間学級で学びませんか
さまざまな事情で小・中学校を卒
業していないかたや、十分に学べな
かったかたを対象に、都内の公立中
学校 8 校で、夜間学級が設置されて
います。また、日本語学級がある学
校もあります。いずれも授業料は無
料で、15歳を超えたかたであれば年
齢・国籍に関係なく入級の相談に応
じます。
問大田区立糀谷中学校夜間学級（☎
3741－4340。14：00～21：00）

歳末たすけあい・地域福祉
募金にご協力ありがとうご
ざいました
募金総額は17,654,691円でした。
地域福祉活動の推進に活用させてい
ただきます。
問目黒区社会福祉協議会（☎3711－
4995）

ます。
新型コロナウイルス感染症の影響
で納税が困難な場合は、申請により
1 年間納税が猶予される制度があり
ます。詳細は都主税局ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
問目黒都税事務所徴収課（☎5722－
8714）

23区合同説明会・技術職採用
フォーラム（PR動画配信）
感染症対策のため、今年度は動画
配信で実施します。特別区人事委員
会ホームぺージの特設サイトをご覧
ください。
期間 ７ ／30（金）まで配信（予定）
内容 各区・組合の紹介ほか 対象
3 年度以降の特別区職員採用試験・
選考の受験希望者
問特別区人事委員会事務局任用課採
用係（☎5210－9787）

警視庁・海上保安庁・防衛省
（自衛隊）の職種合同説明会
日時 2 ／23（祝）12：30～16：30
会場 中目黒住区センター（中目黒
2 －10－13 中目黒スクエア内）
対象 16～34歳 定員 60人。事前
予約が必要。申し込み方法など詳細
は、同案内所ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください
問自衛隊東京地方協力本部五反田募
集案内所（☎3445－7747）

固定資産税・都市計画税第 4
期分の納期限は 3 ／ 1 です
（23区内）
従来の納付方法のほか、スマート
フォンの決済アプリもご利用になれ

●健康福祉計画課職員
（会計年度任用職員）

勤務期間 4 ／ 1 ～ 4 年 3 ／31 勤
務時間 月～金曜日 8 ：30～17：15
のうち 4 日 勤務場所 健康福祉計
画課 選考方法 書類・作文選考
後、面接
〈❶介護保険等指導検査員〉
勤務内容 介護事業所の指導・検査
業務ほか 応募資格 介護支援専門
員の有資格者 報酬 月額199,488
円（手当あり） 募集人数 1 人
〈❷地域づくり支援員〉
勤務内容 社会福祉協議会と連携し
た地域づくり支援に関する業務ほか
応募資格 社会福祉士の有資格者
報酬 月額222,528円（手当あり）
募集人数 若干名
申履歴書、職務経歴書、作文（志望
動機。800字程度）
、資格を証明する
ものの写しを、 2 ／12（必着）まで
に、総合庁舎本館 2 階健康福祉計画
課❶指導検査係（☎5722－6842、Ｆ
5722－9347） ❷ 庶 務 係（ ☎5722－
9836、Ｆ5722－9347）へ郵送または
持参。詳細はホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください

★感染症対策のため、催し物などを変更・中止する場合があります。最新情報はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください

保健予防課（総合庁舎本館３階）

碑文谷保健センター（碑文谷4-16-18）

鷹番休日診療所 （土）17：00～21：30（休）9：00～11：30、13：00～21：30
鷹番2-6-10

目黒区医師会館別館内

八雲休日診療所 （休）9：00～11：30、13：00～16：30
八雲1-1-8

小児科
調剤

☎5722－9396：肝炎検査、成人健康相談ほか
☎5722－9896：HIV・性感染症相談・検査ほか
☎5722－9503：予防接種、母子・歯科保健ほか

※事前連絡が必要です

区民キャンパス内

☎3716－5311
☎5701－2492

平日夜間小児初期救急診療 祝・休日を除く（月）～（金）20：00～22：45
大橋2-22-36

東邦大学医療センター大橋病院内

鷹番薬局 （土）17：00～22：00（休）9：00～22：00
鷹番1-7-11

クレール鷹番101

☎3711－6446：成人健康相談、母子・歯科保健、
予防接種、検便ほか

八雲休日調剤薬局 （休）9：00～17：00

■新型コロナウイルス感染症が疑われるかたの相談

●東京都発熱相談センター

八雲1-1-8

区民キャンパス内

☎3468－1251
☎3792－6260
☎5701－2587

診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

歯 科

生活衛生課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9505：犬の登録ほか
☎5722－9500：ねずみ、衛生害虫相談ほか
☎5722－9506：食品衛生ほか
☎5722－6852：区内診療所の相談・苦情ほか

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内
内科・
小児科

■目黒区保健所



２月７日
（日）洗足歯科クリニック
洗足2-10-2

☎3792－8441

2 月11日
（祝）小野田歯科クリニック
上目黒1-18-8

☎3794－1374

2 月14日
（日）徳永歯科医院
鷹番2-15-13

東京都医療機関案内サービス
ひまわり（24時間受け付け）
☎5272－0303

☎5320－4592（無休。24時間）。電話での相談が難しい場合はＦ5388－1396

☎3710－3171

■

FAX

■
■

性別 ●記事に特に記載がない場合は、
重複申し込み不可、
対象者は原則区内在住・在勤・在学者、
費用は無料、
１人１枚１講習

税理士・不動産鑑定士によ
る相続・不動産・空き家の
電話無料相談会

どが600ｍ以遠にあり、通勤・通学
などで自転車または原動機付自転車
（総排気量50㏄以下。ミニカーを除
く）を利用するかた 手数料 1 台
3,000円。（身体障害者手帳・愛の手
帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ
かた、生活保護受給者は免除。 4 ／
1 現在65歳以上のかたは半額）
申申請書（都立大学駅の区広報スタ
ンドなどで配布。ホームページから
印刷可）と原動機付自転車は標識交
付証明書の写し、登録手数料の免
除・減額を受ける場合は証明書類の
写しを、総合庁舎本館 6 階土木管理
課自転車対策係（☎5722－9444）へ
郵送または持参。（ 3 ／31までホー
ムページで申し込み可）

■

年齢

緊急時の情報連絡手段Ｊアラート
（全国瞬時警報システム）の試験放
送を、区内65カ所の防災行政無線か
ら行います。
日時 2 ／17
（水）
11：00頃
問生活安全課危機管理係（☎5722－
9164）

▲仕事帰り、日比谷線が地下から外へ出た後の車窓から ２ 本の虹がかかっていたので、すぐさま改札
口を出て撮影しました（撮影者のコメント）

氏名
（ふりがな） 電話・ 番号

日程
会場（総合庁舎本館 1 階）
2 ／ 8（月）
・ 9（火）
西口ロビー
2 ／10
（水）
・12
（金）
休憩コーナー
※開催時間はお問い合わせください

